
ムーブ図書・情報室

新着図書案内リスト（1月分)
※このリストの中には、新刊用本棚にない本もあります。

　＊　０００  総記　＊

子どもを読書好きにするために親ができること 白坂 洋一／著 小学館 019.2/ｼ/

　＊　１００  哲学　＊

昼スナックママが教える45歳からの「やりたくないこと」をやめる勇気 木下 紫乃／著 日経BP 159.4/ｷ/

60歳からの生き方哲学 円熟した大人の作り方 齋藤 孝／著 笠間書院 159.7/ｻ/

　＊　２００  歴史　＊

WOMEN キアラ・パスクアレッティ・ジョンソン／著 ポプラ社 280.4/ﾊﾟ/

あなた、それでも裁判官? 中村 久瑠美／著 論創社 289.1/ﾅ/

グロリア・スタイネム　　（信念は社会を変えた!） グロリア・スタイネム／[著] あすなろ書房 289.3/ｽ/

　＊　３００  社会科学　＊

アフリカにおけるジェンダーと開発 甲斐田 きよみ／著 春風社 333.8/ｶ/

日本の女性起業家のキャリア形成 李 侖姫／著 明石書店 335.1/ｲ/

どうして言いたいことが言えないの? 山本 美穂子／著 大和出版 361.4/ﾔ/

少子高齢社会総合統計年報　2021 三冬社 365.5/ｼ/21

ハラスメントを行動科学で考えてみました。 網 あづさ／著 生産性出版 366.3/ｱ/

働くこととフェミニズム フォーラム労働・社会政策・ジェンダー／編 ドメス出版 366.3/ﾌ/

女性50代からのキャリアデザイン 森 ゆき／著 セルバ出版 366.3/ﾓ/

エトセトラ　VOL.4(2020FALL/WINTER) エトセトラブックス 367.1/ｴ/

バナナ・ビーチ・軍事基地 シンシア・エンロー／著 人文書院 367.1/ｴ/

河田嗣郎の男女平等思想 亀口 まか／著 白澤社 367.1/ｶ/

存在しない女たち キャロライン・クリアド=ペレス／著 河出書房新社 367.1/ｸ/

非国民な女たち　　　　　　　　　　　（中公選書） 飯田 未希／著 中央公論新社 367.2/ｲ/

女のお悩み動物園 ジェーン・スー／著 小学館 367.2/ｼﾞ/

不機嫌な妻無関心な夫 五百田 達成／[著] ディスカヴァー・トゥエンティワン 367.3/ｲ/

図解でわかる妻の取扱説明書　　（エイムック） 高草木 陽光／監修 枻出版社 367.3/ｽﾞ/

毒親に育てられました つつみ／著 KADOKAWA 367.3/ﾂ/

ほしいのは「つかれない家族」　　（講談社の実用BOOK） ハラユキ／著 講談社 367.3/ﾊ/

子どもを連れて、逃げました。 西牟田 靖／著 晶文社 367.4/ﾆ/

さよなら、男社会 尹 雄大／著 亜紀書房 367.5/ﾕ/

株式会社ウチらめっちゃ細かいんで 佐藤 啓／著 あさ出版 367.6/ｻ/

子どもも自分もラクになる「どならない練習」 伊藤 徳馬／[著] ディスカヴァー・トゥエンティワン 379.9/ｲ/

10年後の子どもに必要な「見えない学力」の育て方 木村 泰子／著 青春出版社 379.9/ｷ/

　＊　４００  自然科学　＊

気楽に、気うつ消し　　（美人開花シリーズ） 櫻井 大典／著 ワニブックス 493.7/ｻ/



　＊　４００  自然科学　＊

感染症とワクチンについて専門家の父に聞いてみた さーたり／著 KADOKAWA 493.8/ｻ/

大人女子的カラダのトリセツ 池下 育子／監修 朝日新聞出版 495/ｱ/

女子の心と体のトリセツ 神藤 多喜子／著 大和書房 495/ｼ/

「食事」と「生活習慣」の極意 伊賀瀬 道也／著 日東書院本社 498.3/ｲ/

痛くない!疲れない!歩き方の教科書 木寺 英史／著 朝日新聞出版 498.3/ｷ/

　＊　５００  技術　＊

お気楽ひとり暮らし。 yoriko／著 KADOKAWA 590.4/ﾖ/

ぬくもりの北欧スタイル　　（NHKテキスト 趣味どきっ!） デンマーク大使館／[ほか講師] NHK出版 590/ﾃﾞ/

実は簡単!ハレの日ごはん 上田 淳子／著 NHK出版 596/ｳ/

志麻さんの台所ルール タサン志麻／著 河出書房新社 596/ﾀ/

18歳からの自炊塾 比良松 道一／著 家の光協会 596/ﾋ/

CHOICE シオリーヌ／著 イースト・プレス 598.2/ｼ/

　＊　７００  芸術　＊

透明なゆりかご　8　　（KC Kiss） 沖田 ×華／著 講談社 726.1/ｵ/8

妻が口をきいてくれません 野原 広子／著 集英社 726.1/ﾉ/

シンデレラ 自由をよぶひと レベッカ・ソルニット／著 河出書房新社 726.6/ｿ/

本音の置き場所 バービー／著 講談社 779.1/ﾊﾞ/

　＊　９００  文学　＊

女の節目は両A面 岡田 育／著 TAC株式会社出版事業部 914.6/ｵ/

何がおかしい 佐藤 愛子／著 中央公論新社 914.6/ｻ/

コラムニストになりたかった 中野 翠／著 新潮社 914.6/ﾅ/

たべる生活 群 ようこ／著 朝日新聞出版 914.6/ﾑ/

しくじり家族 五十嵐 大／著 CCCメディアハウス 916/ｲ/

ときどき女装するシングルパパが娘ふたりを育てながら考える家族、愛、性のことなど 仙田 学／著 WAVE出版 916/ｾ/

僕のコーチはがんの妻 藤井 満／著 KADOKAWA 916/ﾌ/

彼女の名前は チョ ナムジュ／著 筑摩書房 929.1/ﾁ/

　＊　白書　＊

経済財政白書　令和2年版 内閣府／編集 日経印刷 C35/ｹ/20

　＊　Ｆ  小説　＊

今度生まれたら 内館 牧子／著 講談社 F/ｳ/

とわの庭 小川 糸／著 新潮社 F/ｵ/

空芯手帳 八木 詠美／著 筑摩書房 F/ﾔ/

　＊　Ｇ  新書・文庫　＊

息子のトリセツ　　　　　　　　（扶桑社新書） 黒川 伊保子／著 扶桑社 G143.6/ｸ/

ブルースだってただの唄　　　　（ちくま文庫） 藤本 和子／著 筑摩書房 G316.8/ﾌ/

ひとりでやらない育児・介護のダブルケア　　（ポプラ新書） 相馬 直子／著 ポプラ社 G367.3/ｿ/

Z世代　　　　　　　　　　　　　　（光文社新書） 原田 曜平／著 光文社 G367.6/ﾊ/

老いの落とし穴　　　　　　　　（幻冬舎新書） 遙 洋子／著 幻冬舎 G367.7/ﾊ/



　＊　Ｇ  新書・文庫　＊

「嫌いっ!」の運用　　　　　　　（小学館新書） 中野 信子／著 小学館 G491.3/ﾅ/

親の脳を癒やせば子どもの脳は変わる　　（NHK出版新書） 友田 明美／著 NHK出版 G493.9/ﾄ/

　＊　児童書　＊

モヤモヤしている女の子のための読書案内　　（14歳の世渡り術） 堀越 英美／著 河出書房新社 159/ﾎ/Z

SDGsのきほん　2 稲葉 茂勝／著 ポプラ社 333/ｲ/2

SDGsのきほん　3 稲葉 茂勝／著 ポプラ社 333/ｲ/3

SDGsのきほん　4 稲葉 茂勝／著 ポプラ社 333/ｲ/4

SDGsのきほん　5 稲葉 茂勝／著 ポプラ社 333/ｲ/5

SDGsのきほん　7 稲葉 茂勝／著 ポプラ社 333/ｲ/7

SDGsのきほん　8 稲葉 茂勝／著 ポプラ社 333/ｲ/8

SDGsのきほん　9 稲葉 茂勝／著 ポプラ社 333/ｲ/9

SDGsのきほん　10 稲葉 茂勝／著 ポプラ社 333/ｲ/10

人口減少で日本はどうなる?　　（楽しい調べ学習シリーズ） 河合 雅司／著 PHP研究所 334/ｶ/

子どもを守る言葉『同意』って何? レイチェル・ブライアン／作 集英社 368/ﾌﾞ/

水族館のサバイバル　1　　　　（かがくるBOOK 科学漫画サバイバルシリーズ） ゴムドリco.／文 朝日新聞出版 480/ｺﾞ/1

13歳からの「ネットのルール」　　（コツがわかる本 ジュニアシリーズ） 小木曽 健／監修 メイツユニバーサルコンテンツ 547/ｵ/Z

キニ子の日記　上 間部 香代／作 WAVE出版 913/ﾏ/1

キニ子の日記　下 間部 香代／作 WAVE出版 913/ﾏ/2

　＊　絵本　＊

女の子はなんでもできる!　　（ハヤカワ・ジュニア・ブックス） キャリル・ハート／ぶん 早川書房 E/ｵ/

悲しみのゴリラ ジャッキー・アズーア・クレイマー／文 クレヨンハウス E/ｶ/

サンタさんのおとしもの 三浦 太郎／作 あすなろ書房 E/ｻ/

できるかな?　　　　　　　　　（英語でもよめる） エリック・カール／さく 偕成社 E/ﾃﾞ/

ノンタンもぐもぐもぐ　　（赤ちゃん版ノンタン） キヨノ サチコ／作・絵 偕成社 E/ﾉ/ﾍﾞﾋﾞｰ


